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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 13,816 △6.9 574 △59.0 528 △66.5 218 △72.2

21年3月期第2四半期 14,848 ― 1,401 ― 1,578 ― 783 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 13.22 13.19
21年3月期第2四半期 47.69 47.41

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 24,447 15,390 62.9 931.50
21年3月期 25,149 15,567 61.9 943.15

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,380百万円 21年3月期  15,559百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

22年3月期 ― 25.00

22年3月期 
（予想）

― 25.00 50.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 29,164 △6.0 2,126 △33.5 2,121 △39.5 940 △46.5 56.94



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在までに入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、当社の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、通期業績予想は、平成21年５月15日公表の予想数値を修正しております。
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 16,513,800株 21年3月期  16,499,700株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,040株 21年3月期  2,040株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 16,505,009株 21年3月期第2四半期 16,437,135株



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られ、景気に一部回復への

兆候はあるものの、企業収益の減少、雇用不安や所得減少による個人消費の低迷は続いており、先行きは不透明な

状況となっております。 

当社の属する毛髪業界におきましても、個人消費の低迷の影響を受け、業界全体での売上高は前年に比べて減少

しているものと推測されることから、かつら業界内部での競争が激化しているのみならず、発毛、医療再生等隣接

業界との競合関係も厳しさを増していることから、競争環境は非常に厳しい状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループでは、主力のオーダーメードかつらにつきましては、メンズ・レディース

両部門における新商品の市場投入とそれにあわせた効果的なTV広告の実施、レディース部門における展示試着会の

積極的開催等の諸施策を実施する等業績拡大に注力する一方、全社を挙げての経費削減運動を推進し、人件費をは

じめとした諸経費の圧縮に努めてまいりました。 

しかしながら、当第２四半期連結累計期間の業績については、我が国経済の悪化に伴う個人消費の冷え込みによ

る売上高減少の影響を克服することができませんでした。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13,816百万円(前年同期比6.9%減)、営業利益は574百万円(同

59.0%減)、経常利益は528百万円(同66.5%減)、四半期純利益は218百万円(同72.2%減)となりました。 

 主要な商品・サービス別の売上高は次のとおりです。 

（オーダーメードかつら） 

男性向けオーダーメードかつらについては、個人消費の低迷による買い替えサイクルの長期化等により、新規・

リピート売上ともに前年同期を下回ったため、売上高は5,972百万円(前年同期比9.3%減)となりました。 

女性向けオーダーメードウィッグについては、着実に顧客数を増加させてきた結果、リピート売上は前年同期を

上回りましたが、新規売上については、展示試着会の積極的開催や、効果的なTV広告の実施等の諸施策により増加

を図りましたが、個人消費低迷の影響から前年同期を上回ることができず、売上高は3,461百万円(同4.9%減)となり

ました。 

（その他商品） 

増毛商品については、男女ともに前年同期を上回ったため、男女合計の売上高は602百万円(前年同期比3.8%増)と

なりました。育毛商品については、男女ともに前年同期を下回ったため、男女合計の売上高は133百万円(同32.2%

減)となりました。 

（サービス収入） 

理美容サービスについては、女性顧客数の増加に伴い、男女合計の売上高は2,266百万円(前年同期比1.2%増)とな

りました。育毛サービスについては、女性向けが前年同期を上回ったため、男女合計の売上高は702百万円(同3.0%

増)となりました。 

  

  

〔財政状態の変動状況〕 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ702百万円減少し、24,447百万円となり

ました。これは有価証券が増加した一方、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により流動資産が592百万円

減少したこと、無形固定資産の減少等により固定資産が110百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ525百万円減少し、9,056百万円となりま

した。これは主に短期借入金、1年内償還予定の社債等の減少により流動負債が514百万円減少したことによるもの

です。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ177百万円減少し、15,390百万円となり

ました。これは主に配当金の支払いを主因に利益剰余金が194百万円減少したことによるものです。 

  

〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、10,655百万円と前連結会

計年度末比2,227百万円減少しております。これは主として短期の資金運用に伴う有価証券の取得2,000百万円を投

資活動によるキャッシュ・フローとしたことによるものです。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの主な要因は、次のとおりです。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前四半期純利益591百万円に加えて減価償却費393百万円、退職給付引当金の増加102百万円、売上債権

の減少198百万円、前受金の増加125百万円があった一方、賞与引当金の減少77百万円、投資有価証券売却益93百万

円により、1,062百万円の資金収入(前年同期は1,929百万円の資金収入)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有価証券の取得による支出2,000百万円、有形固定資産の取得による支出359百万円等により2,300百万円の資金支

出(前年同期は853百万円の資金支出)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の返済による支出303百万円、社債の償還支出286百万円、配当金の支払411百万円等により、1,003百

万円の資金支出(前年同期は698百万円の資金支出)となりました。 

  

  

平成21年５月15日に公表した通期の連結・個別業績予想を今般、修正いたしました。なお、当該予想数値の修正

に関する内容につきましては、平成21年10月29日公表の「平成22年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,641,292 10,869,476

受取手形及び売掛金 461,960 659,609

有価証券 4,014,244 2,013,459

商品及び製品 518,368 528,420

仕掛品 27,793 29,341

原材料及び貯蔵品 328,486 368,464

その他 963,067 1,079,051

貸倒引当金 △13 －

流動資産合計 14,955,199 15,547,823

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,953,250 2,987,925

その他（純額） 1,952,987 1,902,819

有形固定資産合計 4,906,238 4,890,744

無形固定資産   

のれん 76,335 103,131

その他 653,515 695,485

無形固定資産合計 729,851 798,616

投資その他の資産   

その他 3,928,196 4,006,503

貸倒引当金 △72,361 △93,748

投資その他の資産合計 3,855,834 3,912,755

固定資産合計 9,491,923 9,602,116

資産合計 24,447,123 25,149,940



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,270 158,063

短期借入金 － 292,609

1年内償還予定の社債 340,000 422,000

未払法人税等 302,501 173,093

前受金 3,665,831 3,540,578

賞与引当金 714,942 791,956

役員賞与引当金 50,000 100,000

商品保証引当金 12,425 13,267

その他 1,534,083 1,768,794

流動負債合計 6,746,053 7,260,363

固定負債   

社債 － 204,000

退職給付引当金 1,237,401 1,132,093

役員退職慰労引当金 975,756 954,070

その他 97,625 31,810

固定負債合計 2,310,783 2,321,973

負債合計 9,056,836 9,582,337

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,070 2,996,955

資本剰余金 2,886,570 2,884,455

利益剰余金 9,536,230 9,730,413

自己株式 △562 △562

株主資本合計 15,421,308 15,611,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △617 11,102

為替換算調整勘定 △40,039 △62,525

評価・換算差額等合計 △40,657 △51,422

少数株主持分 9,635 7,764

純資産合計 15,390,286 15,567,603

負債純資産合計 24,447,123 25,149,940



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,848,029 13,816,686

売上原価 4,133,942 4,127,690

売上総利益 10,714,086 9,688,996

販売費及び一般管理費 9,312,387 9,114,789

営業利益 1,401,699 574,207

営業外収益   

受取利息 18,855 7,105

受取配当金 － 1,852

為替差益 － 21,608

受取販売奨励金 103,135 14,364

その他 109,478 22,628

営業外収益合計 231,470 67,560

営業外費用   

支払利息 9,931 7,747

コミットメントライン手数料 － 27,676

投資有価証券評価損 － 72,555

貸倒引当金繰入額 30,649 －

その他 14,295 4,853

営業外費用合計 54,876 112,833

経常利益 1,578,293 528,934

特別利益   

固定資産売却益 202 833

投資有価証券売却益 － 93,949

貸倒引当金戻入額 2,380 21,386

特別利益合計 2,582 116,169

特別損失   

固定資産除却損 15,461 10,021

減損損失 － 43,192

会員権評価損 17,249 －

特別損失合計 32,710 53,213

税金等調整前四半期純利益 1,548,165 591,889

法人税、住民税及び事業税 74,211 280,423

法人税等調整額 690,508 93,236

法人税等合計 764,720 373,660

少数株主損失（△） △374 △29

四半期純利益 783,819 218,258



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,548,165 591,889

減価償却費 373,285 393,463

減損損失 － 43,192

のれん償却額 37,477 26,316

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,223 △21,373

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,450 △77,028

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50,000 △50,000

商品保証引当金の増減額（△は減少） △2,098 △841

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,036 102,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △128,726 21,686

受取利息及び受取配当金 － △8,958

受取利息 △18,855 －

支払利息 9,931 7,747

固定資産除却損 15,461 10,021

固定資産売却損益（△は益） △202 △833

匿名組合投資損益（△は益） △21,580 △7,123

投資有価証券売却損益（△は益） － △93,949

投資有価証券評価損益（△は益） △25,164 72,555

売上債権の増減額（△は増加） 129,630 198,438

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,339 53,715

仕入債務の増減額（△は減少） 6,083 △32,026

前受金の増減額（△は減少） △243,412 125,252

会員権評価損 17,249 －

その他 △462,940 △164,339

小計 1,179,772 1,190,188

利息及び配当金の受取額 15,467 8,958

利息の支払額 △8,888 △10,933

法人税等の支払額 △34,123 △125,370

法人税等の還付額 777,460 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,929,688 1,062,843



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △222,131 －

有価証券の取得による支出 － △2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △557,158 △359,800

有形固定資産の売却による収入 202 1,097

無形固定資産の取得による支出 △79,412 △75,333

投資有価証券の売却による収入 － 194,029

長期貸付けによる支出 － △1,302

長期貸付金の回収による収入 1,521 2,664

敷金及び保証金の差入による支出 △49,996 △110,375

敷金及び保証金の回収による収入 45,320 51,613

匿名組合出資金の払戻による収入 8,834 －

その他 △607 △3,540

投資活動によるキャッシュ・フロー △853,427 △2,300,947

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 150,658 －

短期借入金の返済による支出 △83,490 △303,277

長期借入金の返済による支出 △65,779 －

社債の償還による支出 △316,000 △286,000

リース債務の返済による支出 － △6,269

株式の発行による収入 6,750 4,230

自己株式の取得による支出 △43 －

配当金の支払額 △390,649 △411,903

財務活動によるキャッシュ・フロー △698,553 △1,003,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,121 13,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 369,585 △2,227,399

現金及び現金同等物の期首残高 10,976,249 12,882,936

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,345,835 10,655,537



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 当連結グループは、毛髪関連事業を専門に事業展開しており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの

記載を省略しております。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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